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ご挨拶

Greetings

国際共同シンポジウムへ向けて

Looking toward the International
Joint Symposium

法 学 研 究 科と社 会 学 研 究 科、 政 策・ メ

Professor Ryosei Kokubun
Chair of the Graduate School of Law

ディア研究科とのジョイントによるグロー
バルCOE「市民社会ガバナンス教育研究セ
ンター（CGCS）」は、慶應義塾の社会科学
研究の総括拠点ともいうべき大プロジェク
トである。これは、この前身ともいうべき
21世紀COE「多文化多世代交差世界の政治
法学研究科委員長

国分

良成

社会秩序形成」の発展のうえに着手された
もので、博士課程の院生に対する研究支援
を中核としている。将来の日本における社

会科学の学術研究の厚みを増すには、博士課程の院生に対する教育支
援が不可欠だからである。現在、このプロジェクトは萩原能久教授の
リーダーシップのもと、多様な専門分野の専任教員が集い、将来の優
れた研究者を輩出するための斬新な企画が多く組まれている。今回の
国際共同シンポジウムは朝日新聞社との共同企画で日の目を見たもの
で、日中韓のシニアの研究者とジュニアの研究者とのコラボレーショ
ンというきわめて新しい試みである。有益な意見交換の場となること

The Global COE program, the Center of
Governance for Civil Society (CGCS) – jointly organized
by the Graduate School of Law, Graduate School of
Human Relations, and the Graduate School of Media
and Governance – is a large scale project that can be
characterized as an integrated hub for social science
research at Keio University. This Center builds on the
development of its predecessor, the 21 COE program
‘Designing toward the Ordering of Political Society in a
Multi-cultural and Pluri-generational World’, and has as
its core objective research support for doctoral students.
Such educational support is necessary to broaden and
deepen research in the social sciences in future Japan.
At present, under the leadership of Professor
Yoshihisa Hagiwara, scholars from various research
areas have come together, and are organizing many
innovative projects in the hopes of nurturing and
sending out promising young researchers. This year’s
International Joint Symposium is unique, featuring a
joint session with Asahi Shimbun and collaboration
between junior and senior researchers from Japan,
China, and Korea. I hope that it will be a hub for
fruitful discussions.

を期待したい。

トランスナシ ョ ナ ル 市 民 社 会
のガバナンスを求めて
古くは明治時代の「民権論」と「国権論」
の対立におけるように、市民の権利と義務
に基づく統治のあり方を巡る議論は、国民
国家の形成と対外主権の確立という文脈の
中で語られなければならなかった。国民で
あることは、同時に、市民であることを保
社会学研究科委員長

杉浦

章介

証するものではなかった。それから一世紀、
日本は、
「国際社会における名誉ある地位」
の確立を目指すこととなったが、1980年代

以降の所謂「グローバル化」によって、
「国際（international）的」な秩序
そのものが大きく変動し、時に流動化の波に翻弄されている。
それらの変化の中でも最も大きな影響力を齎すものは、社会におけ
る諸活動に見られる「トランスナショナル化」であろう。国家間関係と
しての国際関係を「迂回」し、国家の規制を「回避」し、国境を越えて「共
振」し合う新たな社会的関係性の形成である。
このような現実を直視し、トランスナショナルな市民社会における
ガバナンスのあり方を模索する本プロジェクトに期待するところ大で
ある。
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In search of governance
for transnational civil society
Professor Noriyuki Sugiura
Chair of the Graduate School of
Human Relations
As old as the clash between ‘civil rights’ and
‘national power’ in the Meiji era, the debate over the
shape of government based on the citizens’ rights
and duties traditionally had to be placed within the
context of the formation of the nation state and the
establishment of sovereignty. This meant that being
a national of a given state did not guarantee that
one would be a citizen at the same time. A century
later, Japan has committed itself to occupying ‘an
honored place in [the] international society’; yet since
the 1980s, as a result of ‘globalization’, that very
international order has greatly changed, and at times,
has been caught up in the waves of a meltdown.
Within this change, ‘transnationalization’,
which can be seen in the various activities of
society, perhaps has had the most prodigious impact.
Transnationalization is the formation of a new social
relation that ‘circumvents’ international relations as
inter-state relations, ‘averts’ state regulations, and
‘resonates’ across borders.
Contemplating this reality, I greatly look forward
to the Center’s project, which considers the shape of
governance in a transnational civil society.

市民社会ガバナンス教育研究センターが
活動を開始して、二年目になりました。開
設初年度は、年度途中からということもあ
り、大学院博士課程の教育面での充実とい
う課題に十分応えていくことができず、も
どかしい思いをいたしましたが、今年度は
計画中のものも含め、いろいろな成果をあ
げることができたと自負しております。7月
には前韓国地方自治学会会長の金順殷（Kim
拠点リーダー

Soon-Eun）教授と次期韓国国際政治学会会

萩原

長の金義坤（Kim Eui-Kon）教授にそれぞれ

能久

お越しいただいて短期集中セミナーを開催
することができましたし、9月には元駐日英国大使のG raham Fry氏に
グローバル・ガバナンスと外交（Global Governance and D iplomacy）
というセミナーを担当していただきました。また秋学期からは開発支
援 戦 略の分 野で国 際 的な活 動を展 開している実 務 家・ 研 究 者である
Lori Forman氏が担当するNPO/NGO論も

開講されています。本年度を

締めくくる3月にはY ale大学からIan Shapiro教授をお招きして、民主
主義理論の最近の展開に関するセミナーを開催しますが、このセミナー
は他大学院の博士院生にもオープンにしていきたいと考えております。
他方、研究面では、当拠点での研究成果が今年度末を目途に、四～
五冊の英文での書物の形で刊行される見込みです。国際的な研究ネッ
トワークの拡充にも努めておりますが、このたび、11月に開催される
国際共同シンポジウムでは、若手研究者の報告も含め、その成果の一

The Center of Governancefor Civil Society has
entered its second year since its launch in 2008.
Because the Center was launched in the middle of
the fiscal year, frustratingly, we were unable to fully
undertakeour aim to enrich the educationalprogram
of research students. However, this fiscal year, I
believe we can be proud of both our achievements
and our achievementsto come in this area. In July,
we i nvited Professors Soon-Eun Kim and EuiKon Kim, respectively former President of the
Korean Association for Local GovernmentStudies
and President-elect of the Korean Association of
International Studies, to hold short-termintensive
seminars, and in September, we invited Sir Graham
Fry, formerBritish Ambassadorto Japan, to lecture on
‘Global Governanceand Diplomacy’. Furthermore,we
have invited Professor Lori Forman, an internationally
active career businesswomanand researcher, to
deliver lectures on NPO/NPOs starting this fall.
Finally, we have invited Professor Ian Shapiro from
Yale University to hold a seminar on the recent
developmentsof democratictheories in March, 2010.
This seminar will be open to research studentsfrom
other institutions as well.
In the area of research, we are actively preparing
to publish our research in English by the end of this
fiscal year in the form of four to five books.
We are also
making efforts to build up our internationalresearch
network, and thus, it gives us great pleasure to offer
our youngresearchers an opportunityto present and
receive feedback on their work at our International
Joint Symposium this coming November
.
On behalf of our Center, I would like to thank
you for your supportand kindly ask for your continued
support.

端を世に問うことができることを喜びに感じております。
今後とも皆様方のご指導、ご鞭撻をたまわりますよう、お願い申し
上げます。

GCOE-CGCS
慶應義塾大学GCOE-CGCS

国際共同シンポジウム開催

では、来る1 1月22日 ・23日 の両

日、日吉キャンパス来往舎にて、国際共同シンポジウムを開催
します。今回のシンポジウムでは、
朝日新聞アジアネットワー
ク（AAN ）
、韓国・東亜日報化汀平和財団（PEACE21） 、中国・
現代国際関係研究院（CICIR）との共催により、
「提言 21 世
紀の日本」と題するセッションを開催するほか、ガバナンス
理論ユニットの研究成果をはじめ、市民社会の地域別研究や
ジェンダーと市民社会など、多角的なテーマを取り上げます。

The K eio University GCOE-CGCS will be
hosting its International Joint Symposiumon
November22nd and 23rd at Hiyoshi Campus.
This symposiumwill feature several jointly
hosted sessions with Asahi Shimbun Asia
Network (AAN), Dong-A Ilbo HwajaeongPeace
Foundation(PEACE 21), and China Institutes
of Contemporary International Relations
(CICIR). It will also include presentationsby
the GovernanceTheory Unit, studies on civil
society by region, and will address various
other issues including gender and civil society
.

Keio University GCOE-CGCS International Joint Symposium

GCOE-CGCS 国際共同シンポジウム

International Joint Symposium
Designing Governance for Civil Society

—「市民社会におけるガバナンス」—

Raiosha (2nd Floor Meeting Rooms), Hiyoshi Campus, Keio University

/

22-23 November, 2009

場所：慶 應 義 塾 大 学日吉キャンパス来 往 舎 2 F 大会 議 室・中会 議 室・小 会 議 室（ 最 寄り駅：東 急 東 横 線日吉駅）
日時：2 0 0 9 年 1 1月2 2日
（日）〜2 3日
（月・祝 ）

Program for Day 1

22 November

シンポジウム第1日目は主として、AAN、PEACE21、CICIRとの共催
によるセッションを開催します。各セッションでは、公募により選ばれた
複数名の若手研究者（大学院生）がプレゼンテーションを行い、日中
韓のパネリストがコメント、討論します。第１セッションのテーマは「日本
の政治」、第2セッションのテーマは「日本の社会」、第3セッションの
テーマは「日本の国際貢献」です。登壇者は現段階での予定です。

The main event of Day 1 of the Symposium will be the joint
sessions between the CGCS and AAN, PEACE21, and CICIR. In each
of these sessions, a number of young researchers (doctoral students)
who were selected on a competitive basis will give presentations on the
topic of the session, which will be followed by comments by panelists
from Japan, China, and Korea, which will then be followed by a general
discussion. The topic for Session 1 will be ‘Japanese Politics’, Session 2
‘Japanese Society’, and Session 3 ‘Japan’s International Contribution’.
The list of speakers is provisional and may be subject to change.

Opening Ceremony and the 1st Co-Session with AAN, PEACE21, and CICIR
22 November, 10:00-12:30, 2nd Floor Large Meeting Room

Greetings
Address
Proposals

>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>

for Japan in the 21st Century :
Politics

Panelists

>>>>>>>>>>>>>

Prof. Atsushi Seike
Prof. Ryosei Kokubun
Prof. Yoshihisa Hagiwara
Michitaka Watanabe
Hyunjung Jung
Ziyi Qian
Yoshihiro Katayama
Yoshibumi Wakamiya

Junwei Ma
Cheol-Hee Park

(President of Keio University)
(Dean, Faculty of Law & Politics, Keio University)
(Program Leader of GCOE-CGCS)
(Ph.D. Candidate, Keio University)
(Ph.D. Candidate, Seoul National University)
(GCOE-CGCS Research Assistant)
(Professor, Keio University)
(Columnist, The Asahi Shimbun)
(Research Professor & Deputy Director, CICIR)
(Associate Professor, Seoul National University)

1st Session for Young Researchers

22 November, 10:00-12:00, 2nd Floor Medium Meeting Room

Chair
Speakers
Discussants

>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>

Toshiro Tanaka
Eijiro Fukui
Kazuhiko Fuchikawa
Takemasa Sekine
Toshiro Tanaka
Katsuhiro Shoji
Aya Iino

(Professor, Keio University)
(GCOE-CGCS Research Assistant)
(GCOE-CGCS Research Assistant)
(GCOE-CGCS Research Assistant)
(Professor, Keio University)
(Professor, Keio University)
(Assistant Professor, Nihon University)

2nd Co-Session with AAN, PEACE21, and CICIR
22 November, 13:30-15:30, 2nd Floor Large Meeting Room

Proposals

>>>>>>>>>>>>>

Panelists

>>>>>>>>>>>>>

for Japan in the 21st Century :
Society
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Jihey Bae
Xue Yang
Yusuke Hama
Mieko Takenobu
Junhong Liu
Sook-Jong Lee

(GCOE-CGCS Research Fellow)
(GCOE-CGCS Research Assistant)
(Ph.D. Candidate, Keio University)
(Senior Staff Writer, The Asahi Shimbun)
(Professor & Senior Economist, CICIR)
(Professor, Sungkyunkwan University)

Governance and Reform in the Philippines
22 November, 13:30-15:30, 2nd Floor Medium Meeting Room

Chair
Speakers

Discussant

>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>

Yuko Kasuya
Nathan Gilbert Quimpo
Edna E. A. Co
Teresa S. Encarnacion Tadem
Wataru Kusaka
Erik Kuhonta

(Keio University)
(University of Tsukuba)
(University of the Philippines)
(University of the Philippines)
(Kyoto University)
(McGill University/Kyoto University)

1st Session for Governance Theory Unit

22 November, 13:30-15:30, 2nd Floor Small Meeting Room

Chair
Speakers
Discussants

>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>

Ken Tsutsumibayashi
Hiroyuki Tosa
Masakazu Matsumoto
Masanaru Tanoue
Chikako Endo

(Professor, Keio University)
(Professor, Kobe University)
(GCOE-CGCS Assistant Professor)
(Associate Professor, Keio University)
(GCOE-CGCS Research Fellow)

3rd Co-Session with AAN, PEACE21, and CICIR
22 November, 16:00-18:00, 2nd Floor Large Meeting Room

Proposals

>>>>>>>>>>>>>

Panelists

>>>>>>>>>>>>>

for Japan in the 21st Century :
International Contribution

Yusuke Takagi
Joo-Hwan Kim
Xie Zhihai
Ryosei Kokubun
Junhong Liu
Young-Kwan Yoon

(JSPS Research Fellow)
(Ph.D Candidate, Inha University)
(Ph.D Candidate, Peking University)
(Professor, Keio University)
(Professor & Senior Economist, CICIR)
(Professor, Seoul National University, Former Foreign Minister)

Electoral and Party Politics in the Philippines
22 November, 16:00-18:00, 2nd Floor Medium Meeting Room

Chair
Speakers

Discussant

>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>

Nathan Gilbert Quimpo
Cleo Calimbahin
Masataka Kimura
July Teehankee
Joel Rocamora
Alfredo Robles

(University of Tsukuba)
(University of Asia-Pacific)
(Ibaraki University)
(De La Salle University)
(Institute for Popular Democracy)
(Ateneo de Manila University/Keio University)

2nd Session for Governance Theory Unit
22 November, 16:00-18:00, 2nd Floor Small Meeting Room

Chair
Speakers
Discussants

>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>

Masakazu Matsumoto
Jorgen Odalen
Chikako Endo
Chiara Cordelli
Ken Tsutsumibayashi
Hiroyuki Tosa

(GCOE-CGCS Assistant Professor)
(Lecturer, Uppsala University)
(GCOE-CGCS Research Fellow)
(Ph.D Candidate, University College London)
(Professor, Keio University)
(Professor, Kobe University)

Program for Day 2

23 November

シンポジウム第2日目は、第1日目に引き続き、国内外から多数の研究
者を招聘し、フィリピン政治、ガバナンス理論構築に関するセッション
のほか、中東政治に関するセッション等が設置されます。登壇者は現
段階での予定です。

As Day 1, Day 2 of the Symposium will bring together a large
number of guest speakers from both Japan and abroad. It will feature
sessions on a broad range of topics spanning Philippines politics and
governance theories to Middle East politics. The list of speakers is
provisional and may be subject to change.

3rd Session for Governance Theory Unit
23 November, 10:00-12:00, 2nd Floor Small Meeting Room

Chair
Speakers
Discussants

>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>

Yoshihisa Hagiwara
Yohei Kawakami
Kenjiro Harata
Ryuichi Yamaoka
Masakazu Matsumoto

(Professor, Keio University)
(GCOE-CGCS Research Assistant)
(GCOE-CGCS Research Assistant)
(Associate Professor, the Open University of Japan)
(GCOE-CGCS Assistant Professor)
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2nd Session for Young Researchers

23 November, 10:00-12:00, 2nd Floor Medium Meeting Room

Chair
Speakers
Discussants

>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>

Takeshi Kohno
Xue Yang
Maya Suzuki
Yoshinori Kasai
Masami Sekine
Hideki Watanabe

(Professor, Keio University)
(GCOE-CGCS Research Assistant)
(GCOE-CGCS Research Assistant)
(GCOE-CGCS Research Assistant)
(Professor, Keio University)
(Professor, Keio University)

Reform and Civil Society in the Philippines
23 November, 13:30-15:30, 2nd Floor Medium Meeting Room

Chair
Speakers
Discussant

>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>

Yuko Kasuya
Paul Hutchcroft
Raul Pertierra
Michael Pinches
Cherry Ballescas

(Keio University)
(Australian National University)
(Ateneo de Manila University)
(University of Western Australia)
(Toyo University)

4th Session for Governance Theory Unit
23 November, 13:30-15:30, 2nd Floor Small Meeting Room

Chair
Speakers
Discussants

>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>

Masakazu Matsumoto
Yoshihisa Hagiwara
Ryuichi Yamaoka
Masanaru Tanoue
Jorgen Odalen
Chiara Cordelli

(GCOE-CGCS Assistant Professor)
(Professor, Keio University)
(Associate Professor, the Open University of Japan)
(Associate Professor, Keio University)
(Lecturer, Uppsala University)
(PhD Candidate, University College London)

Civil Society and Governance in the Middle East
23 November, 16:00-18:00, 2nd Floor Large Meeting Room

Chair
Speakers
Discussants

>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>

Hiroshi Tomita
Makoto Imai
Erina Iwasaki
Hiroshi Tomita
under negotiation

(Professor, Keio University)
(Ph.D. Candidate, Keio University)
(Letrurer, Kyoritsu Women’s University)
(Professor, Keio University)

Towards Democratic Consolidation in the Philippines
23 November, 16:00-18:00, 2nd Floor Medium Meeting Room

Chair
Speakers

Discussant

>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>

Nathan Gilbert Quimpo
Yuko Kasuya
Peter M. Kreuzer
Raymund Jose G. Quilop
Mark R. Thompson
Temario Rivera

(University of Tsukuba)
(Keio University)
(Peace Research Institute Frankfurt)
(University of the Philippines)
(University of Erlangen-Nuremberg)
(International Christian University)

Gender and Violence: Problematizing Discourse on Assaults
23 November, 16:00-18:00, 2nd Floor Small Meeting Room

Chair
Speakers

Discussants
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>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>

Hideki Watanabe
Mayumi Yamamoto
Eri Ohba
Takamichi Onuki
Tomoko Fujita
Hiroto Matsuki
Yuichiro Sakai

(Professor, Keio University)
(Lecturer, Waseda University)
(Associate Professor, Kanagawa University)
(Lecturer, Toyo University)
(GCOE-CGCS Research Assistant)
(Assistant Professor, Tokyo University of Social Welfare)
(GCOE-CGCS Research Assistant)

研究活動

Research Activities

国際共同研究プロジェクト

「East Asian Perspectives on Political Legitimacy」プランニング・セッション
East Asian Perspectives on Political Legitimacy: Planning Session in Vancouver
このたび、国際共同研究プロジェクト「East Asian Perspectives on Political
Legitimacy」
（
「政治的正当性に対する東アジア的見方」
）が発足し、8月31日にカ
ナダ・バンクーバーのブリティッシュ・コロンビア大学において、同プロジェクト
のプランニング・ミーティングが行われました。市民社会ガバナンス教育研究セ
ンター（CGCS）はこの共同研究プロジェクトの日本側の窓口として、今後、ワーク
ショップの開催や若手研究者の育成支援などの活動を積極的に行っていきます。
こんにち、経済的・社会的・政治的なグローバリゼーションによって国境を越
えた人々の交流や文化の変容が進み、
「善き政治社会とは何か」について、多様
な思想的伝統や視座からとらえ直すことが不可欠となっています。本プロジェク
トは、この問題について主に東アジアの政治理論に焦点を当て、議論を深めよう
とする試みです。Melissa Williams教授（University of Toronto）を先頭に、北
米及び東アジア各地の研究者により、2010年から2012年にかけて計６回のワーク
ショップを企画しており、それぞれの開催地で重要な政治的テーマを取り上げる
見通しです。
2011年12月に東京で行われるワークショップは、慶應義塾大学GCOE-CGCSと
渋沢栄一記念財団が共催する予定となっています。このワークショップは「シティ

A planning session for the international
research project, ‘East Asian Perspectives on
Political Legitimacy’ was held at the University
of British Columbia in Vancouver, Canada. The
project, funded by the Shibusawa Foundation
and the Centre of Ethics, University of Toronto,
seeks to deepen our understandings on ‘what is
a good political order?’ focusing particularly on
East Asian ideas. The project is a response to
the globalization of economic, social and political
relationships, which calls for a globalized
approach to moral ref lection on political
questions. A series of six workshops will be held
in East Asia and Canada between 2010 and 2012
in order to discuss important themes in political
theory.
Keio University’s GCOE-CGCS will cohost the Tokyo workshop scheduled to take place
in December 2011. The theme of the workshop
will be ‘Citizenship and Governance’, and will
examine theoretical arguments on how ordinary
citizens contribute to shaping the political order.
In addition, several of the six workshops will
include a ‘student session’ where Ph. D. students
will have the chance to present their work in an
international context.

ズンシップと市民社会によるガバナンス」をテーマに掲げ、東アジアをはじめ、世
界各地から政治理論研究に携わる研究者を招待し、政治社会における市民の関わ
りについて理解を深めるものです。また、カナダ及び東アジア各地で行われるワー
クショップには、各開催地における博士課程の学生が参加する学生セッションを
設け、教育活動にも力を入れていく予定です。

教育活動

Educational Activities

University of Seoul STATA Seminar Governance Analysis
8月6日から13日までの7日間、韓国のソウル市立大学において「Governance
Analysis Seminar」が開催され、当拠点からは博士課程の院生など10人が参
加しました。今回のセミナーは2009年3月のSPSS Seminarに続く課程と位置
づけられており、 社 会
科 学の諸 分 野で多く利
用されている統 計 ソ フ
トSTATAを取り上げま
した。 参 加 者は、 記 述
統 計など基 本 的な分 析

B e t we e n A u g u s t 6 t h a n d 1 3 t h ,
20 0 9, ten research students from the
CGCS attended the ‘Governance Analysis
Seminar’ held at the University of Seoul.
Like the SPSS seminar held in March
earlier this year, the seminar took up
the data analysis and statistical software
S TATA , which is w idely used in t he
social sciences. Participants started by
learning basic analytical methods such
as descriptive statistics, and moved on to
acquire more advanced skills such as using
survival assay and panel data. On the final
day, all the participants received a course
completion certificate.

方 法から、 生 存 分 析や
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パネルデータの扱い方など高度の分析手法
までを幅広く学び、最終日には全員が無事
に修了証書を取得しました。

受講者の感想
関根

豪政（GCOE-CGCS RA）

今回のセミナーで用いたSTATAのソフトは、操作方法自体は決して難しいもので
はないが、操作方法だけに終始していては統計学的な意味を理解することはできない。
朴先生はこの点を非常に重視されており、理論的な理解にも重点を置いて講義してく
ださったので、STATAの内容と意義を深く理解することができた。また、セミナー
は対話形式を中心としていたため、自分で考える力がついたと同時に、積極的に参加
することができ、セミナー自体を楽しむこともできた。今回、このような機会を提供
してくださった朴先生をはじめソウル市立大学、GCOE関係者の皆様には深く感謝し
ている。本セミナーで習得した知識を今後の自分の研究活動に活かせるよう取り組ん
でいきたい。

笠井

賢紀（GCOE-CGCS RA）

私はこれまで統計分析に関わる学習をしたことが無かったが、情熱的かつ要点を
捉えた講義は十分に刺激的だった。自らの研究に統計分析を取り入れるために何を
すればよいのか、統計分析を取り入れることで何が出来るようになるのかといったこ
とが具体的に明らかになった。セミナーを終えてすぐに実践できるわけではないが、
学習の進め方の一つの指針となり、自学自習のスタート地点に立てた。今回の機会が、
自らの研究をより豊かにするための一つの契機となったように思う。熱心で親切に

[Students’ Voices]
Takemasa Sekine: “Professor Park’s
seminars took into account that STATA
is not a difficult software to use, and
thus emphasized the importance of its
theoretical significance. The seminars
took the form of a dialogue. This enabled
me to get involved and enjoy the seminars.
I would like to thank Professor Park and
the staff at the University of Seoul and the
Global COE program for organizing these
seminars. I hope to apply the skills I have
learnt here to my research.”
Yo sh inor i K a sa i : “A lt houg h t he
STATA seminars were delivered within
a span of a week, they were very fruitful.
I did not have much prior knowledge of
this software. However, thanks to the
enthusiasm and to-the-point lectures by
Professor Kim, it became clear to me how
I could apply STATA to my research and
what kind of results I could hope to gain
from it. Although one cannot become an
expert in such a short time, I learnt the
necessary skills to get started on my own. I
believe that the seminars were an excellent
opportunity to enrich my research and I
would like to express my thanks to all those
who made this opportunity possible.”

対応して下さったソウル市立大学の教職員の皆様と、今回のセミナーでお世話になっ
た全ての方々に心から感謝したい。

大学院集中講義

“Korean Society and Politics”
“Theories and Models of Local Autonomy”
7月16日から18日までの3日間、大学院法学研究科のプロジェクト科目とし
て、韓国の著名なお二人の教授による集中講義が行われました。

Ⅰ 韓国社会と政治
韓国国際政治学会の次期会長であるKim Eui-Kon教授（Inha University）をお招き
し、今日の韓国社会が直面しているいくつかの重要な問題を中心に、韓国社会と政
治をめぐる講義が行われました。韓国の歴史や経済状況を踏まえてのKim教授の政
治分析を通じて、受講者は韓国社会に対する理解を深め、さらに、その理解をもと
に日本の社会と政治についても再考し、両国を含む東アジア国々間の関係について
の展望などの問題まで視野を広げる貴重な機会となりました。
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Between July 16th and 18th, two intensive
courses were delivered by two prestigious professors
from Korea as part of the Project courses offered in
the Graduate School of Law.

Korean Society and Politics
Professor Eui-Kon Kim (Inha University),
President-elect of the Korean Association of
International Studies, lectured on Korean society and
politics, concentrating on several crucial problems
confronting Korean society today. Students were able to
deepen their understanding of Korean society through
Professor Kim’s political analyses, which were informed
by the history and economy of Korea. The lectures
offered an invaluable opportunity for students to rethink

教育活動

受講者の感想
原田

健二朗（GCOE-CGCS RA）

金教授の「韓国の社会と政治」に関する集中講義は、政治学の基本的理論枠組を用い、
近代から今日までの韓国の歴史、政治、社会、経済を包括的に俯瞰し、分析するものだっ
た。セミナー参加者の専門分野も踏まえて、周辺関連領域にも関わる説明や例を加える
など、まったくの初学者にとっても分かりやすく、丁寧な講義をしていただいた。共通
の政治学的概念やタームを用いながら、同時に日本に関する説明のバリエーションや再
考も促される、非常に知的刺激を受け、また活気に富んだ講義であったと感ずる。金先
生の豊富なユーモア、参加者全員でのディスカッションなども含め、英語での授業・指
導の組み立て方に関して、今後多くの知識や経験を得ていくためのよい機会となった。

川上

洋平（GCOE-CGCS RA）

講義では、近代以降の韓国政治の歴史ならびに今直面する問題について、一つの学問
分野に囚われない複合的な視点から、各分野の古典的研究の学説を縦横に取り上げつつ、
詳しい解説がなされた。また各テーマについての最新の論文も配布され、講義前後の予
習復習に有益であった。それらを通して、これまで漠然と理解していた種々の理論が、
韓国政治の歴史や現状の分析においてどう用いられ、どう修正されているのかを具体的
に知ることができた。だが、今回の集中講義の最大の意義は、豊富な情報を短期間で消
化するばかりでなく、それらを題材に、受講者が自身の問題関心に基づいて積極的に議
論することができた点にあるように思う。非西洋のデモクラシーのあり方、
グローバリゼー
ションへの対応、アジアにおける共同体構築の試みといった大きな問題について、韓国
政治の歩みを比較材料として意識しつつ、じっくりと考えるまたとない機会であった。

Ⅱ 地方自治の理論とモデル

Theories and Models of Local Autonomy

韓国地方自治学会の前会長であるKim Soon-Eun教授（Dong-Eui University）により、
地方自治の理論とモデルについての講義が行われました。自由民主主義と地方政府との
関係、地方政府の役割と機能、地方財政、市民参加の役割など、地方政府・地方自治に
関連するさまざまなテーマが取り上げられました。受講者は、こうした多様なテーマに
ついて活発な討論を行い、今後の研究を進める上で有益な知見を得ることができました。

受講者の感想
金本

Japanese society and politics, and also, to broaden their
horizon on the present and future of Japan and Korea,
and their relationship with other East Asian countries.
[Students’ Voices]
Kenjiro Harata: “Professor Kim’s intensive
course ‘Korean Society and Politics’ offered an
overview and analysis of the history, politics, society,
and economy of modern to contemporary Korea using
a basic theoretical framework in political science.
The lectures took into account that participants came
from different backgrounds. Professor Kim offered
examples and cases concerning the region, making
his lectures easy to follow even for a beginner. While
using common concepts and terms in political science,
the lectures offered different ways to explain, and
through this, rethink, Japanese society. For this reason,
I felt that the lectures were very stimulating. Professor
Kim’s sense of humor, the discussions with other
participants, and knowledge about organizing seminars
in English, were all part of what made this opportunity
meaningful to me.”
Yohei Kawakami: “The lectures explained the
history of Korean politics since the modern era and
also the problems Korea faces today from a multiperspective. The lectures surveyed the classics as well
as the most recent discussions on this topic. Through
this, I was able to see more clearly how various
theories could be used to analyze the past and present
of Korean politics. However, the most significant
aspect of the seminars was not simply the massive
information offered in a short time span, but rather
the ways in which the participants could actively
discuss their own research questions which revolved
around the lectures’ theme. The lectures were a great
opportunity to reflect on issues such as the shape of
non-western democracies, responses to globalization,
and the construction of an Asian community, through
an appreciation of Korean politics.”

亜弓（GCOE-CGCS RA）

講義の内容は、行政学及び政治学の視点から、地方自治及びローカル・ガバナンスに関
する概念、地方自治制度の比較、市民参加など多岐に渡るものだった。受講者は、主に政
治学、社会学を専攻とした博士課程の学生で、必ずしも全員が地方自治を対象とした研
究を行っているわけではなかったが、先行研究を中心とした基本的な知識から、政策形成
過程や市民社会に関する最近の論点に至るまで、金教授が講義を進行していく上で丁寧
に説明してくださったため、すべての受講者が問題意識を共有し、個々の関心分野に基づ
いた多様な視点から興味深い議論を行うこともできた。また、受講者が準備した地方自治
やガバナンスに関する仮説やリサーチ・クエスチョンなどに対しても金先生を始め、お互
いにコメントをするなど、今後の研究にもつながる有意義な意見交換も行うことができた。

Professor Soon-Eun Kim(Dong-Eui University),
the former President of the Korean Association for
Local Government Studies, lectured on the theories
and models of local autonomy. The lectures touched
on a wide range of topics concerning local government
and local autonomy, including the relation between
liberal democracy and local government, the role
and function of local government, local government
finance, and the role of civic participation. Students
were involved in lively discussions on these topics, and
through this, were able to gain invaluable insights for
their future research.
[Students’ Voices]
Ayumi Kanamoto: “The lectures explored a
wide range of topics from the perspective of public
administration and political science spanning concepts
related to local autonomy and governance, comparisons
of local autonomy systems, and citizen participation.
Although not all the participants specialized in
local autonomy, thanks to Professor Kim’s carefully
designed lectures, which covered the basics through
a survey of the existing literature and then going on to
recent discussions on policymaking and civil society,
all the participants were able to share a common
problem and discuss this from various perspectives.
Moreover, we were able to have fruitful discussions on
our own hypotheses and research questions on local
autonomy and governance.”
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教育活動

松本

淳（GCOE-CGCS RA）

まず、制度的な議論に対する理解の重要性を改めて認識できた。日頃、私は主に
政治過程に焦点を当てた研究を行っているが、登場する諸主体の行動に対して過度
に目を奪われ、視野を狭めがちであった。ところが、今回の聴講を通じて、これま
での自身の研究のあり方を省みることができ、また、より多角的に社会の諸現象を
とらえ、説明していく必要性を再認識する好機となった。第二に、この講義では韓
国政治を学ぶと同時に、地方自治論を体系的に振り返る機会ともなったが、そのお
かげで地方自治の理念が包摂する、民主主義にかかわる根源的な概念や議論を振り
返ることができた。その上で、住民と政府、中央・地方間関係、住民と首長や議会
といったさまざまな関係について、各国の現状を学ぶことができた。このことは、
私が今後も引き続き研究を続けていく上で、あるいは政治社会の一市民としてわが
国のガバナンスのあり方を考え、議論するにあたり、非常に意義深いものであった
と考えている。

Jun Matsumoto: “First of all, I was able to
reaffirm the importance of understanding discussions
on institutions. My research, which focuses on the
political process, tended to be narrow as a result
of overly focusing on the various actors’ behavior.
However, through the lectures, I was able to reflect
critically on my own research, and be reminded of the
necessity of grasping the various social phenomena
from a multifaceted perspective. Secondly, the
lectures offered the opportunity to learn about Korean
politics and reflect systematically upon the theories
of local autonomy, and through this, to reflect upon
the fundamental concepts and discussions concerning
democracy implied in the ideal of local autonomy.
Based on this knowledge, I was then able to learn about
various relations, such as the relation between citizen
and government, national and municipal governments,
citizens and premiers and assemblies, in different
countries. These lectures were very significant for me
as a researcher and a citizen contemplating the future of
governance in Japan. ”

大学院集中講義

“Global Governance and Diplomacy: Practical Examples from British Foreign Policy”
9 月 9 日 か ら 18 日 ま
で、 慶 應 義 塾 大 学 三 田
キ ャ ン パ ス に て、 前 イ
ギリス駐日大使 Graham
Fry 氏をお招きして、グ
ロ ー バ ル・ ガ バ ナ ン ス
と外交についての集中

Between September 9th and 18th, Sir
Graham Fry, the former British Ambassador to
Japan, delivered lectures on global governance
and diplomacy. Professor Fry lectured on cases
based on his experience, including the IndiaPakistan conflict in 2002, the Sino-British
negotiations concerning the handover of Hong
Kong, and environmental issues. Students were
able to appreciate the complexity of issues in the
real world of diplomacy.

講義が行われました。
Fry 前 大 使 は こ れ ま
で自ら関わってきた問
題 の な か か ら、2002 年
のインドとパキスタン
間の紛争、香港返還をめぐる中国とイギリス間の交渉、環境問題などの事例を用い
て講義を行い、受講者は実際の外交の現場ではさまざまな問題が複雑に関連してい
ることを、より具体的に理解することができました。

大学院集中講義

“Partners in Governance: NPOs, Corporations and Public Policy”
10 月から 2010 年 4 月まで、Lori Forman 氏（Vice President, Corporate responsibility,
Tatweer/Member of Dubai Holding） をお 招きし、
「Partners in Governance: NPOs,
Corporations and Public Policy」と題する集中講義を開催しています。
この講義では、
「官 - 民協力（PPP：Public Private Partnership）
」と言われる、NPO、
法人、政府の三者が協力して問題解決に取り組む事例に焦点を当てて、公共政策における
NPO と法人の役割について検討します。NPO・法人・政府それぞれの立場のゲストスピーカー
を招き、その実践と関連するお話を伺う時間も設ける予定です。
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Professor Lori Forman (Vice President,
Corporate responsibility, Tatweer/Member of
Dubai Holding) will be delivering lectures entitled
‘Partners in Governance: NPOs, Corporations
and Public Policy’ between October this year
and April, 2010. The lectures will focus on the
‘Public Private Partnership’ (PPP), which refers to
the cooperation among NPOs, corporations, and
government, and will examine the role of NPOs
and corporations in the formation of public policy.
Guest speakers representing each organization are
scheduled to give talks on the practice of PPP.

海外研究交流

Joint Conference with Overseas Partners

韓国東西大学日本研究センター内にソウルオフィスを設置
2003年に設立された東西大学付設日本研究センターは、その短い歴史にもかかわ

In spite of its short history, the Japan Center,
Dongseo University, which was founded in 2003,
is making a significant stride forward to becoming
a leading Japanese research institution in Korea,
through its multifaceted research and broad
academic exchange. Keio University has been
affiliated to the Japan Center, Dongseo University,
through the 21COE program, 21COE-CCC, and
there have already been lively joint research and
educational activities between the two institutions.
Building on this partnership, representatives
of the CGCS visited the Japan Center, Dongseo
University, in August, and discussed the future of
the partnership. As a result, the CGCS Seoul Office
was established within the Japan Center. We hope
that the recent development will lead to further
academic exchange between the two Centers.

らず、日本についての多角的な研究活動や、幅広い交流活動を通じて、韓国有数の日
本研究機関として飛躍しつつあります。慶應義塾大学との間では、21世紀COEプロ
グラム「多文化多世代交差世界の政治社会秩序形成（21COE-CCC）」が、学術交流に
関する協定を結んでおり、既に活発な研究・教育活動を共同で行ってきました。
このような連携活動を受け継ぎ、本拠
点では8月に東 西 大 学 日 本 研 究 センタ ー
ソウル事務所を訪問し、今後の交流連携
についての協議を行い、同センター内に
本拠点のソウルオフィスを設置しました。
21COE-CCCが築いた連携体制がより充実
し、一層活発な研究・教育活動の交流に
結びつくことが期待されます。

2009 年度研究員（RA）
氏

名		

課

程

氏

名		

課

程

笠井

賢紀

Kasai, Yoshinori

政策メディア研

D1

川上

洋平

Kawakami, Yohei

法研（政治学）

D3

小澤

昌之

Ozawa, Masayuki

社研		

D3

金本

亜弓

Kanamoto, Ayumi

法研（政治学）

D3

楊

雪

Yang, Xue

社研		

D3

福井英次郎

Fukui, Eijiro

法研（政治学）

D3

村山

陽

Murayama, Yoh

社研		

D3

張

殷珠

Jang, Eunjoo

法研（政治学）

D3

藤田

智子

Fujita, Tomoko

社研		

D3

銭

子易

Qian, Ziyi

法研（政治学）

D1

鈴木

真矢

Suzuki, Maya

社研		

D3

河野

雄一

Kawano, Yuichi

法研（政治学）

D1

阪井裕一郎

Sakai, Yuichiro

社研		

D2

渕川

和彦

Fuchikawa, Kazuhiko

法研（公法学）

D3

原田健二朗

Harata, Kenjiro

法研（政治学）

D3

関根

豪政

Sekine, Takemasa

法研（公法学）

D3

松本

Matsumoto, Jun

法研（政治学）

D3

淳

各ユニットにおける研究活動報告リスト （平成 21 年 4 月〜平成 21 年 9 月 ）
開催日

ユニット／サブユニット

カンファレンス ・ ワークショップの内容

報告者

所

属

４月 16日
４月 22日
		
５月		 9日

ガバナンス理論構築
「Civility論」
慶應義塾大学市民社会 「日独における戦後安全保障政策の変遷」
ガバナンス教育研究センター
ガバナンス理論構築
「ベーシック・インカム、自律、政治的実行可能性」

５月 19日

ガバナンス理論構築

５月 21日
６月 4日
６月 8日
６月15日
６月18日
６月22日
６月29日
７月 3日
７月 4日
７月 6日

ガバナンス理論構築
ガバナンス理論構築
政策形成分析
政策形成分析
ガバナンス理論構築
政策形成分析
政策形成分析
市民社会分析
ガバナンス理論構築
政策形成分析

Mattias Burell Uppsala University
「キリスト教政治思想の現状と課題— ティリッヒと宗教社会主義を中心に」 芦名定道
京都大学
「ネオリベラルな統治と生政治」
土佐弘之
神戸大学
「社会科学における比較アプローチ」
Wonho Jang University of Seoul
「最近の政局について」
平山幸司
民主党参議院議員
「時間の思想史」
瀬戸一夫
成蹊大学
「臓器移植をめぐる社会的ガバナンス」
牧山康志
文部科学省・医師
「自治立法の企画立案過程— 国の省庁との比較を中心に」
小林明夫
群馬県庁・元農林水産省
「スウェーデンの家族と社会」
阿久根佐和子 ス
トックホルム日本人補修学校教頭
「戦後民主主義とキリスト教」
高野清弘
甲南大学
中央学院大学社会システム
「自治体改革と市民自治」
福嶋浩彦
研究所教授・前我孫子市

政策形成分析

「医療保険制度のあり方について」

７月13日
７月15日

田村哲樹

名古屋大学

“Japanese Citizen Confidence in Government”

オーストラリア学会（豪日 「アジア太平洋地域におけるナショナリズム、脱植民地化と冷戦」
交流基金助成）
・慶応義塾 “Nationalism,Decolonisation and the Cold War in the Asia-Pacific”
大学GOCE-CGCS共

９月16日		 ガバナンス理論構築

木村俊道
九州大学
Markus Tidten German Institute for International
and Security Affairs

“The Global New Individualist Debate”

大野太郎
David Lowe

財務総合政策研究所研究官
ディーキン大学教 授アルフ
レッド・ディーキン研究所所長

Anthony Elliott Flinders University

編集後記 本拠点が発足して1年が経ちました。昨年に続き、海外の研究者との活発な交流、新しい国際シンポジウムの企画など、積極的な研究・教育活
動を行っています。本号で、こうした本拠点の取り組みをご理解頂ければ幸いです。
（裵・沼尾）
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